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●香川大学大学院 香川大学・愛媛大学連合法務研究科● 

●「第１２回四国弁護士会連合会との共同ＦＤ研究会」の開催報告● 

 今回で１２回目となる「四国弁護士会

連合会との共同ＦＤ研究会」を去る６月

１７日に開催いたしました。四国ロース

クールの現状を考えますと、弁護士の皆

様に従前と同じご足労をお願いすること

には、少々心苦しいところがございまし

たが、在学生がいる間は従来通りの支援

を続けるという四弁連のありがたいご意

向を伺い、今回もご協力をお願いいたしま

した。 

 共同ＦＤ研究会では、これまでと同様、授業参観を踏まえ

た授業内容についての評価をいただき、今後の教育改善に資

する貴重なご意見をいただきました。あわせて、募集停止後

の教育状況につき、多々ご心配の向きもあるかと考え、学生

数の減少状況、これに対応した教育改善の取組みを研究科

（教務委員会及び学習支援員会）から報告させていただきま

した。 

 また、今回の共同ＦＤでは、本年度に立ち上げました四国

グローバルリーガルセンターに関しまして、柴田研究科長か

ら設立経緯や概要・活動状況を報告していただき、弁護士の

皆様からご意見を賜りました。 

 研究会の場では、特に、四弁連との共同

関係を今後どのように展望するかにつき、

研修活動においてセンター教員が関与し

てはどうか等々、様々なご意見、ご提案を

いただきました。法科大学院支援委員会の

岡委員長からもご指摘のあったとおり、今

後の共同を考える上では、センターの活動

が四国全体に向けた内容となることが肝

要であり、これを踏まえ部内でも活動内容の検討を継続して

いるところです。今後、具体的なアイデアが固まりましたら、

四弁連の皆様にご相談させていただくこともあろうかと思い

ます。 

 最後になりましたが、今回の授業参観・共同ＦＤ研究会・

学生との懇親会にご参加いただきました弁護士の皆様に、厚

く御礼申し上げます。研究科といたしましても、一人でも多

くの在学生・修了生を司法試験に合格させるべく日々の教育

に邁進する所存ですので、今後ともよろしくお願い申し上げ

ます。 

ＦＤ・教育改善委員会 鹿子嶋 仁(公法系教員) 

■「第 12 回四国弁護士会連合会との共同ＦＤ研究会」の開催報告 

■新着任教員紹介（和食俊朗教授・西森やよい准教授） 

■民事実務研究会開催報告 

■自著紹介（三谷忠之教授） 

■「採点実感」との向き合い方 

■平成 26 年度司法試験合格者の紹介 

●四国グローバルリーガルセンターからのお知らせ 

【西森やよい 准教授】 

はじめまして。千葉県出身ですが，現在は高知県民として，

週に２，３日，高松までバスで通勤する生活を送っておりま

す。最初の授業で７人の学生さんを前にしたとき，夏目漱石

の「坊ちゃん」が初めて授業をするときのくだりが頭に浮か

び，「坊ちゃん」に強い親近感を覚えました。少し余裕が出

てきた今，「二十四の瞳」ならぬ「十四の瞳」に応えられる

「おなご先生」のようになりたいと感じてお

ります。おなご先生よりも２倍以上の年

配で，しかも「元検事」として少々強

面ですが，学生の皆さんが実務法曹と

なって活躍する日，二十四の瞳とは違

うハッピーな同窓会ができる日が来る

ことを夢見て教壇に立っています。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【和食俊朗 教授】 
私は，この４月から馬渕先生の後任として民事裁判実務を

担当することになりました。 

高知県出身で，大卒後は，裁判所の書記官を経て裁判官に

任官し，以後家族とともに神戸，小倉，大洲，山口など西日

本を転々とし，昨年５月，高松地家裁丸亀支部長を最後に定

年退職し，四国ロースクールの非常勤勤務を３か月してから

上記のとおり着任しました。裁判所での経

験が生かされればと思い再就職しまし

た。大学での仕事は，これまでと違い

ますが，仕事は１人でやるのではなく，

いつも同僚やスタッフに支えられてい

ると思っています。どうか宜しくお願

いします。        

 なお，趣味は，いつまでもビギナー

の山歩きと巨樹巡りです。 

●新着任教員自己紹介● 



●第1回 民事実務研究会● 

 第１回の民事実務研究会が、平成２７年５月１３日（水）夕

刻、香川大学の幸町キャンパス内で開かれました。この研究

会は、四国ロースクールと香川大学法学部の研究者の有志

の方々が、高松の裁判所の裁判官の方々に呼びかけ、香川

県弁護士会などにも声をかけて行われたものです。研究者と

実務家は、同じく法律家として、法を基本にして仕事をしてい

ますが、日頃は、

大学の教員は学

生への教育と専

門分野の研究活

動を行い、実務家

で あ る 裁 判 官 は

日々の裁判事務

に専念し、弁護士

は法廷に出廷した

り依頼人（クライアン

ト）との対応に追われ、めったに一堂に会して意見を述べ合う

ということはありません。民事分野だけではありますが、このよ

うな機会を得ることができたのはまことに幸いでした。 

 四国グローバルリーガルセンターは四国ロースクールの人

材を生かして地域への貢献や四国における裁判官、弁護士

などの連携・交流を図ることも目的としており、その趣旨から、

この研究会の維持・発展を期待し、側面から援助することと

しています。 

 今回の研究会では、四国ロースクールの藤田寿夫教授が

「債権法改正案における瑕疵担保と債務不履行」というテー

●自著紹介● 

 前任校で民訴が好きな学生がおり、私の民事訴訟法講義

をまさに隅から隅まで読み、疑問に思われるところなどを随分

と指摘してくれました。相性が合ったのでしょう。未修者である

にもかかわらず、その学生は、一発で新司法試験合格。 

 東洋大学にいたおかげで、現在の岡部

喜代子最高裁判所判事との共著である

「実務家族法講義」（民事法研究会刊

行）も出版されました。この第２版は、東京

高裁判事をされていた橋本昇二東洋大

学教授との共著として出版されていま

す。また、自費出版になることを覚悟していた私の編著になる

「両性平等時代の法律常識」（信山社刊行）も、出費すること

なく出版された思い出深い本です。この法律常識は、たとえば

「私を両側からひっぱらないで！私を取り合うなら離婚しない

でよーーもめる夫婦の子供の悩み（人身保護請求）」といった

各話しの題名に苦労しました。 

 あと、最初の訳編「西ドイツ簡素化法入門」（ユニオンプレス

社刊行）、法学博士号をとった「民事再審の法理」（法律文

化社刊行）、民事執行法講義の前身である編著「民事執行・

保全法への誘い」（八千代出版刊行）があります。 

三谷忠之（民事法系教員） 

私の著書紹介           

 私は運がいいのでしょう、「民事訴訟法

講義」（現在は第３版第２刷り）、「民事

執行法講義」（現在は第２版）および

「民事倒産法講義」の三部作を発表す

ることができました。すべて、成文堂から

刊行されました。 

 

 

 

 

 しかし、もう増し刷りされることもないでしょうが、私にとってほ

んとに記念となる出版でした。なにもかも恵まれていたので

す。私の友人の友人が、たまたま成文堂の土子三男編集部

長を知っており、また、たまたま香川大学から東京の東洋大

学へ移ったことから、研究室に土子部長が来られて、刊行で

きることになったのでした。土子部長は残念ながら、先年逝去

されましたが、土子部長がいなければ、出版されていなかった

のは明らかです。しかし、教科書作りはほんとに難しい。間違い

のない教科書は、なかなか出来ないものです。 

マで報告されました。債権法改正は国民の日常生活にも直

結し、研究者・実務家ともに興味深いテーマです。四国ロー

スクール側や法学部側からは山本法学部長、柴田研究科

長はじめ１５名、四国ロースクール修了の若手弁護士を中心

に弁護士５名、司法修習生１名が出席しましたし、裁判所側

からも、福田高松高裁長官、豊澤高松地裁所長はじめ２４

名の方々が出席

し ま し た。報 告

後、質 疑 が 行 わ

れ、緊 張 感 の 中

で、実務家、研究

者からの鋭い質問

や問題提起もなさ

れ、活 発 な 議 論

が行われました。 

 研究会の後の懇親会では、福田高裁長官からの研

究会を継続することが大切とのご挨拶があり、それまでの堅

い雰囲気から一変し、和やかな雰囲気の中で懇談が行われ

ました。 

 今後は、年３回ないし４回程度本研究会を開催し、裁判官

や大学側研究者からの研究報告も予定されています。他大

学からの参加も考えられており、四国において、民事分野の

実務家と研究者の交流が深められ、ひいては国民のための

司法サービス提供の研究が促進することが期待されます。 

民事実務研究会 和食 俊朗（実務家教員） 



には、実際の問題と照らし合わせながら読み、自分で

それを答案に活かそうとしなければ意味がない。次に、

受験生は「何を書けばいいのか」ということに関心を

寄せがちであるが、「採点実感」の示唆する「何を書い

てはいけないか」ということにも目を配る必要がある。

また、「採点実感」にはかなり高度な指摘があるので、

その要求のすべてに応えなければ合格できない、と考

える必要はない。それは、「上位合格者」の答案と「採

点実感」を読み比べてみれば分かる。さらに、「採点実

感」には、よく読むと矛盾していることが書かれてい

ることがある。これは、「ヒアリング」から「採点実感」

に変わったことによって、「主査」の意見だけが述べら

れるのではなく、考査委員全員の意見が出されるよう

になったからである、と私は推測している。このよう

な部分には重要な論点がある可能性がある。 

 「採点実感」を有効に利用して、日頃の勉強に役立

てて欲しいと思う。 

井口 秀作（公法系教員） 

 試験を受ける者は、どのようにすれば高い点数がと

れるのかがとても気になる。旧試験時代、論文試験の

「出題趣旨」が平成 14 年度から示されるようになっ

た。現在の司法試験では、これに加えて考査委員の「採

点実感」が公表されている。司法試験が現在の方式に

なった当初、司法試験委員会が考査委員から実際に採

点した答案についての意見等を「ヒアリング」したも

のが司法試験委員会の会議資料として提供されていた

が、平成 20 年度の試験から「採点実感」としてまと

められるようになったものである。 

 論文試験については、採点基準や、正解、模範解答

の類が公表されていない。その点からすると、「採点実

感」は、論文試験の問題を作成し、採点する考査委員

の考え方、採点の在り方を垣間見ることのできる貴重

な資料ということになる。 

 もっとも、この「採点実感」を読む場合には、いく

つか注意点がある。 

 まず、当然のことであるが、「採点実感」を読む場合

 四国ロースクールでは、平成 26 年度の司法試験に木下

登裕さん、佐藤圭吾さん、木田直太郎さんの３名が合格し

ました。合格者の皆様、誠におめでとうございます。 

 今号では、木下登裕さんをご紹介します。  

Q1.自己紹介 

 木下登裕と申します。平成２２

年４月に四国ロースクール（未修）

に入学、２５年３月に修了した後、

２６年９月に司法試験に合格し，

現在は第６８期司法修習生として

修習中の身です。 

Q2.法曹を目指したきっかけは何

ですか。 

 ニュース等でロースクール制度が設けられるということ

を聞き、興味を持ったことがきっかけです。 

Q3.司法試験合格をめざすことにより、一番大変だったこ

とは何ですか。 

 私の場合、ロースクールに入学してから初めて学ぶ科目

が少なくなく、基礎的な知識をつけるまでが一番大変でし

た。後から思い返すと、基礎的な知識をつける部分に一番

多くの時間を費やしていたように思います。 

Q4.受験必勝法は、ありますか。 

 問題で問われていることに対して、法的三段論法を守っ

て読み手に分かりやすい文章で答案を作成することが大切

だと思います。 

Q5.息抜きは、どのようにしていましたか。 

 音楽を聴いたり、ＣＤを購入したりすることをよくして

いました。また、一緒に勉強していた人や先生方と食事や

お酒を飲んだりすることも息抜きになりました。  

Q6.ロースクール在学中の楽しかった思い出をお聞かせい

ただけますか。 

 愛媛大学での集中講義を受けるために松山へ行ったとき

は、ちょっとした旅行気分で楽しかったです。 

Q7.得意分野はなんですか。 

 得意と言えるほど出来る分野はありませんが、司法試験

の成績からみれば、他の科目よりは公法系科目がよく出来

ていました。また、好きな分野でいえば、倒産法にも興味

があり、機会があれば倒産事件に関わってみたいと考えて

います。 

Q8.座右の銘がありましたらお聞かせいただけますか。 

 座右の銘はありませんが、失敗しても、いつまでも気に

せず、前向きに頑張るようにこころがけています。  

Q9.これから司法試験合格を目指す方々へ伝えたいことは

ありますか。 

 四国ロースクールは学生が少ないこともあり不利な面も

あるかと思いますが、先生方や学生同士の距離が近いと

いった良い面もあると思いますので、そうした部分を活か

して、ゼミや答練などの機会を積極的に利用していくのが

大切だと思います。試験本番では、失敗することもあるか

もしれませんが、終わった科目のことは一旦忘れて、目の

前の問題に集中し、最後まで自分の力を信じて頑張って下

さい。皆さんの司法試験合格を祈っています。  

Q10.これからどのような法曹を目指しますか。 

 得意不得意にかかわらず、いろんな事件について積極的

に取り組み、依頼者の方に信頼されるような法曹を目指し

ています。  

木下 登裕 さん 

●平成26年度司法試験合格者の紹介● 

●「採点実感」との向き合い方● 
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 2015 年 4 月 15 日に四国グローバルリーガルセン

ターの開所式を行いました。開

所式には、多数のマスコミの

方々や関係者の方々にご参加頂

き有難うございました。 

 四国グローバルリーガルセン

ターは、四国ロースクールで

培った教育のノウハウをもと

に、様々な組織と連携・協力

しながら法学教育をサポート

し、地域に貢献していく活動

を推進することを目的として

います。同センター内には、

法実務教育を活かした地域貢

献機能を果たすオリーブ総合

法律相談所が設置され、資力

のない人々や法律問題を抱え

る四国の地域住民に対する無

料法律相談や諸島部での法律相談

を実施し、法律相談等を実践的に訓

練する教育の場を提供します。そし

て、四国の企業、経済団体と連携し、

地域社会に必要なセミナーの開催

等のリーガルサービスの提供に従事

し、 法的な問題解決の援助と法知識の研修を同時に行う

ことを計画しております。 

 今後、以下のような事業を計画しており

ます。 

●直島における無料法律相談 

●「日本とドイツの臓器移植の現状と課題」  

 のセミナー  

 の開催 

  

 社 会 の グ

ローバル化に

対応すべく、

国際的な法知

識を持つ人材

の 育 成 の サ

ポートにも努

めて参ります。 

 立ち上げて

間もないセンターですが、今後とも社会貢

献・実践的法学教育の発展に貢献する組織と

して活動していきますので、今後ともよろし

くお願いいたします。 

四国グローバルリーガルセンター 

センター長 柴田 潤子 

●編集者：大山 ・中村 ●オブザーバー：柴田  

制作・編集  香川大学大学院 香川大学・愛媛大学連合法務研究科 

●無料法律相談開催中● 

 四国グローバルリーガルセンターでは、法律専門知識を生

かした地域社会への貢献を目的に、香川大学幸町キャンパ

ス内のオリーブ総合法律相談所にて、毎週水曜日 16 時から

19 時、1 組最長３０分間の無料法律相談を開催しておりま

す。 

 ご相談の対応には、主として四国ロースクール専任教員の

弁護士が親身に対応致しておりますので、気軽にご相談にお

出で下さい。 

 なお、ご相談には、事前予約が必要です。インターネット予

約は、24 時間受け付けておりますので、お仕事などでご予約

いただく時間に制限がある方にお勧めです。 

 ご相談をお受けするに当たり、注意事項等がございますの

で、詳 し く は、ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.sglc.kagawa-

u.ac.jp/olive)をご覧ください。 

 回を重ねるごとに、多くの問い合わせやご予約が続々と寄

せられ、毎回、相談日の予約は、いっぱいとなり、好評を頂い

ております。 

 ご予約の日時等が合わず、相談を諦めた方や迷っている

方、次回のご利用をお待ちいたしております。  

四国グローバルリーガルセンターからのお知らせ 四国グローバルリーガルセンターからのお知らせ 

ＴＥＬ087-832-1776まで 

■ 相談をご希望の方は  

http://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/olive  

●インターネット予約の方【24時間受付】 

●電話予約の方【受付時間：午前10時～午後5時 (土・日・祝日等は受付休み)】 

■相談日時： 毎週水曜日（祝日等休業） 

         16：00～、16：30～、17：00～、17：30～、   

         18：00～、18：30～ 

■人数： 1日6名（組）まで(上記各時間、1名（組）受付) 

■相談時間： 1名（組）に対して最長30分 

■対象者：四国在住の一般市民の方 

               （勤務先が四国地域内の方も含みます。） 

■場  所：四国グローバルリーガルセンター 

        オリーブ総合法律相談所 

         香川県高松市幸町1-1  

        （香川大学幸町キャンパス 

         北5号館１階） 

■料金：無料 

http://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/olive

